
日付 種目

池澤　翔輝 22"71 (-1.3) 前田　拓馬 23"02 (-1.3) 大西　勇磨 23"68 (-1.3) 八木谷　康希 23"82 (-1.3) 河野　純平 23"96 (-1.1) 長谷川　彰大 24"08 (-1.3) 井上　剛 24"14 (-1.1)

加古川 星和台 伊丹東 長田 小園 加古川 芦屋山手

藤原　和輝 23"96 (-1.3)

志方

大江　郁弥 2'05"8 野間　紘久 2'07"9 冨田　真佑 2'08"4 清谷　大雅 2'08"6 佃　昂紀 2'09"0 福井　孝志 2'09"3 森口　青葉 2'10"4 松田　恒輝 2'10"5

上野台 西神 西脇 神吉 関西学院 自由が丘 江井島 白陵

池田　親 4'06"0 西村　陽貴 4'14"9 富崎　弘郁 4'20"8 大田　健司 4'21"1 日村　恭輔 4'22"4 赤澤　健太 4'22"6 猪尾　賢基 4'22"9 大濱　輝 4'23"9

加古川山手 三木 陵南 飾磨西 北条 神河 一宮南 有野北

池田　親 8'51"7 西村　陽貴 9'17"2 大濱　輝 9'20"7 富崎　弘郁 9'22"0 猪尾　賢基 9'22"3 上村　宗平 9'23"5 藤田　大智 9'23"8 赤澤　健太 9'24"5

加古川山手 三木 有野北 陵南 一宮南 旭丘 自由が丘 神河

三浦　祥人 15"08 (-2.3) 笹田　航 15"58 (-2.3) 前田　喬紀 15"65 (-2.3) 田上　駿 15"73 (-2.3) 豊田　将樹 15"83 (-2.3) 松本　尚也 15"85 (-2.3) 井上　剛 16"16 (-2.3) 野間　敬司 16"36 (-2.3)

姫路高丘 三木東 甲武 唐櫃 南ひばり丘 氷丘 芦屋山手 小田南

角田　滉貴 1m80 谷口　桃次郎 1m74 矢嶋　隼也 1m71 奥門　祥史 1m71 魚田　寛治 1m71 笹田　航 1m68 織田　力 1m65

黒田庄 和田山 二見 兵教大附属 姫路灘 三木東 花田

田上　駿 1m68 下元　龍也 1m65

唐櫃 大成

松本　龍太郎 1m65

望海

田渕　瑞基 1m65

播磨南

小澤　裕司 1m65

西脇

山田　直輝 1m65

大蔵

野﨑　千皓 6m43 (+1.0) 山本　雄大 6m23 (+0.1) 高瀬　遼平 6m02 (+0.5) 道下　巧也 5m92 (+0.5) 鈴木　貴皓 5m88 (+1.5) 福崎　尭哉 5m83 (+0.6) 福本　悠介 5m81 (+0.9) 宮田　将吾 5m81 (+0.7)

南ひばり丘 本多聞 西脇 歌敷山 学文 姫路高丘 双葉 八景

中村　歩夢 13m92 池川　博史 12m39 髙島　健吾 12m33 廣野　翔大 12m19 古賀　亮汰 12m13 魚住　昴央 11m66 幸長　慎一 11m58 福井　智幸 11m57

姫路東 鈴蘭台 姫路高丘 学文 陵南 稲美 姫路東 学文

前田　拓馬 11"67 (-2.0) 河野　純平 11"77 (-1.6) 池澤　翔輝 11"83 (-3.1) 八木谷　康希 11"86 (-3.1) 福本　悠介 11"87 (-2.1) 大西　勇磨 11"97 (-2.0) 原口　遼 12"00 (-2.0)

星和台 小園 加古川 長田 双葉 伊丹東 御影

野﨑　千皓 11"97 (-1.6)

南ひばり丘

藤原　和輝 52"38 福井　孝志 53"44 黒田　拓臣 54"13 溝田　大河 54"48 今福　佑樹 54"82 吉村　拓治 55"02 室橋　拓実 55"22 河南　佑太 55"48

志方 自由が丘 真砂 大蔵 大庄北 平木 八景 丹南

戸塚　悠太 11"85 (-0.9) 安達　祐樹 11"87 (-0.9) 澤　直樹 11"93 (-0.9) 前田　凌 11"97 (-0.9) 岡　裕人 12"05 (-2.1) 井上　翼作 12"20 (+0.5) 中澤　理緒 12"22 (-0.9) 松本　壮流 12"33 (-2.5)

緑が丘 飾磨東 けやき台 多聞東 豊岡南 二見 宝殿 本山南
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上月　美裕 26"72 (-2.3) 津山　葵 26"78 (-1.3) 山本　奈穂 26"99 (-2.3) 森　美優 27"04 (-2.3) 杉浦　真弥 27"24 (-2.2) 三木原　芹奈 27"25 (-2.3) 柳舘　志保 27"26 (-1.3) 下屏　桐香 27"28 (-2.3)

井吹台 学文 太山寺 大久保 望海 鹿島 松陽 西谷

髙橋　ひな 2'14"2 福富　真友 2'16"1 田中　菜々 2'17"0 萬代　美沙 2'17"7 秋山　あみる 2'19"5 大原　祥子 2'20"4 山川　小春 2'20"7 安藤　富貴子 2'21"4

山陽 NGR 高倉 高倉 大久保 鷹取 志方 神吉 大久保

田中　菜々 4'36"5 髙橋　ひな 4'37"0 安藤　富貴子 4'39"2 萬代　美沙 4'40"0 秋山　あみる 4'40"7 真部　亜樹 4'45"3 南　美沙希 4'48"1 宗廣　閑那 4'48"7

高倉 山陽 大久保 大久保 鷹取 加古川 龍野東 加古川

松尾　侑季 14"84 (-2.3) 松田　彩佳 14"94 (-2.3) 荒木　志帆 15"36 (-2.3) 村上　緋奈子 15"45 (-2.3) 丸市　佳乃子 15"55 (-1.0) 堂脇　優香 15"56 (-1.0) 小澤　ほのか 15"61 (-2.3) 和田　加奈子 15"70 (-1.0)

飾磨東 大原 播磨南 柏原 播磨南 神戸長坂 神吉 大久保

荒木　志帆 1m57 日高　水樹 1m54 村岡　かすみ 1m51 中村　美歩 1m48 池尻　芽生 1m48 吉田　樹璃 1m48 中島　和泉 1m45

播磨南 武庫 三木東 荒牧 山口 姫路高丘 南淡

中村　優女 1m45

神戸長坂

市川　華愛 w5m20 (+2.2) 米﨑　多恵 5m14 (+0.7) 丸市　佳乃子 w5m12 (+2.1) 近藤　茜 5m11 (-1.2) 小山　春香 5m01 (+1.8) 平田　瑞希 5m00 (+2.0) 高橋　侑希 4m96 (+0.6) 鈴木　さな 4m95 (+0.7)

赤穂東 学文 播磨南 朝日 高倉 増位 加古川中部 学文

川口　叙樹 13m22 社本　夢月 12m93 高尾　藍莉 12m61 田中　津夏彩 12m35 上野　瑞穂 12m15 小林　世梨奈 11m96 尾山　和華 11m91 谷口　樹梨 11m60

武庫 広畑 深津 神戸長坂 播磨南 志方 志方 太子西

張　藝 13"06 (-1.1) 高橋　彩実 13"18 (-0.8) 上月　美裕 13"19 (-1.9) 森　美優 13"32 (-1.9) 三木原　芹奈 13"33 (-1.9) 山本　奈穂 13"34 (-1.1) 藤原　佳奈 13"38 (-0.8) 高橋　侑希 13"40 (-2.8)

加古川 小野 井吹台 大久保 鹿島 太山寺 宝殿 加古川中部

横田　華恋 13"15 (-1.5) 柳舘　志保 13"16 (-1.5) 津山　葵 13"18 (-1.5) 藤原　沙耶 13"19 (-1.5) 岸本　若奈 13"47 (-1.3) 森﨑　結菜 13"49 (-1.5) 小山　春香 13"50 (-1.5) 横山　加奈 13"59 (-2.3)

朝日 松陽 学文 宝殿 大原 宝殿 高倉 洲浜
3月25日 100m

3月24日 走幅跳

3月25日 砲丸投

w (wind assist) : 追風参考

３年女子 3月24日 100m

２年女子

3月24日 100mH

3月25日 走高跳

3月24日 800m

3月25日 1500m

共通女子 3月24日 200m
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